
内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会認定 

『給与計算実務能力検定』試験を受けられる皆様へ 

（第 16 回【2 級】 / 第 8 回【1級】共通） 

受験要項 

試 験 日：2021 年 11月 23日（火）  

試験時間：【2級】10:00～12:00【1級】14:00～16:00 (ともに 120分間) 

受 験 料：【2級】8,000円 【1級】10,000円 

振 込 先： 三菱ＵＦＪ銀行 新宿中央支店  普通預金 

口座番号 3645186  口座名義 ザイ）シヨクギヨウギノウシンコウカイ 

※振込手数料は恐縮ですが各自ご負担ください。 

試験会場：全国 23都市で実施（会場の都合により変更になる場合がございます） 

※先着順のため、会場定員に達した場合は近隣の他会場にてご受験いただくこととなります。 

※会場住所につきましては、弊財団のホームページをご覧ください。 

●注意事項● 

※必ずよく読み、ご理解いただいた上でご出願ください。 

【お振込について】 

⚫ 一度お振込みいただきました受験料については下記の場合は返金いたしません。 

・申込者都合により受験を取り止める場合 

（病気やケガをされた場合、感染症の濃厚接触者に該当した場合および勤務先による移動制限を 

 受けた場合、その他事情により受験できない場合も含む） 

・天災地変もしくは行政による指示や要請により試験を実施できない場合 

・その他やむを得ない事情により試験を実施できない場合 

※また、原則として振替受験は承っておりません。 

【申込みについて】 

⚫ 受験願書をご提出いただいてから受験票を発送するまで、事務局より申込完了等のご連絡はして

おりません。受験票の発送をもって代えさせていただきますのでご了承ください。 

（WEB出願では、受験票は発送いたしません。詳しくは本要項の 3ページ目をご確認ください。） 

⚫ 申込内容に不備があった場合、事務局（TEL:03-5545-5528・office@fos.or.jp）よりご連絡いた

しますのでご対応いただきますようお願いいたします。 

なお、連絡が取れず不備が解消されない場合、申込完了となりませんのでご注意ください。 

⚫ 受験票の氏名や住所等に誤りがある場合は、試験後 7営業日以内にご連絡ください。 

万が一、過ぎた場合は変更できかねる場合があります。 

⚫ 出願後に受験者を別の方に変更することはできません。 

⚫ 願書が印刷できず郵送での願書入手をご希望の場合、以下手数料を頂戴します。 

（普通郵便での発送をご希望の場合）200円、（簡易書留での発送をご希望の場合）600円 

受験料振込口座へ手数料をお振込いただき https://fos.or.jp/contact-us/よりお申込ください。 

※また、FAXやメールでの入手では手数料はかかりません。上記 URLよりお申込ください。 

北海道 北海道建設会館 宮城 東京エレクトロンホール宮城 栃木 宇都宮市文化会館 

埼玉 ソニックシティ 東京 専修大学 神田キャンパス 千葉 千葉市教育会館 

神奈川 神奈川産業振興センター 長野 JA 長野県ビル 静岡 静岡県産業経済会館 

愛知 桜華会館 京都 京都テルサ 大阪 大阪私学会館 

兵庫 兵庫県民会館 新潟 新潟テルサ 石川 石川県地場産業振興センター 

広島 広島 YMCA 国際文化センター 岡山 ビーマックス国際情報館 香川 サン・イレブン高松 

福岡 福岡県教育会館 大分 J:COM ホルトホール大分 熊本 熊本県教育会館 

鹿児島 宝山ホール（鹿児島県文化センター） 沖縄 沖縄県青年会館   



 

 

【写真について】 

⚫ 受験願書に貼付された写真（WEB 出願の場合はアップした写真）は、合格後認定証（カード型）

を作成する際に使用します。不合格の場合でも返却いたしませんので予めご了承ください。 

なお、写真の大きさ縦 3cm×横 2.4cmは目安です。多少サイズが異なっていても結構です。 

【併願受験について】 

⚫ 併願受験される場合は、2級と 1級それぞれに出願手続きが必要です。 

郵便で出願の場合は各願書に写真を貼付し、必要事項をご記入のうえ共にお送りください。 

WEBで出願の場合もそれぞれ申込が必要です。 

⚫ 事務手続きの都合上、受験票の発送日が 2級と 1級とで別々になる場合があります。 

⚫ 試験の間にお昼休みを挟みますが、会場内での飲食は禁止としております。 

2級の試験が終わりましたら一旦ご退席いただきますのでご了承ください。 

【WEB出願について】 

⚫ WEB出願には、専用システム FOSSY を使用します。 ※次ページ URLもしくは QRコード 

FOSSY利用の際のブラウザに Internet Explorer は使用できません 

Google Chromeの利用を推奨しております。 

⚫ WEB出願をされる前には、必ず FOSSYご利用規約を一読いただきますようお願いいたします。 

⚫ WEB出願をされた場合、受験票はご自身で印刷し試験会場へご持参いただきます。 

印刷環境がない場合、受験票を郵送いたしますが手数料を頂戴いたします。 

⚫ 登録した IDと PWは、受験後にも使用しますので、忘れないよう管理していただきますようお

願いいたします。（例）合否確認、認定登録、WEB出願可能な他試験への出願などに使用 

また、パスワードはマイページより変更できます。 

【認定登録について】 

⚫ 合格者の方には、認定登録のご案内をいたします。 

認定登録料として別途 2,000円が必要です。 

認定登録された方には認定証を普通郵便にてお送りいたします。 

(普通郵便以外を希望される場合は、別途手数料を申し受けます) 

認定登録をせずに、『給与計算実務能力検定』の名称を使用することはできず、 

名刺や履歴書にも記載いただくことはできません。 

※また、2年毎に更新手続きが必要な資格です。（更新手数料 5,000 円）※2021年現在 

 更新の詳細につきましては、ホームページにてご確認ください。 

【特別な配慮を必要とされる方について】 

⚫ 会場でのご受験にあたり、車いすや補助器具をご利用になる場合や持病がありご不安な点がある

場合などは出願される前に事務局へご相談ください。 

【書類送付先・お問い合わせ先】※FAX・メールでの出願は承っておりません 

〒106-0032 東京都港区六本木 3-16-14 KYビル 4階 

TEL：03-5545-5528 FAX：03-5545-5628 HP：http://fos.or.jp/ 

(受付時間 平日 10：00～13：30／14：30～18：00) 

内閣府認可 一般財団法人職業技能振興会 

※申込みに関する個人情報の扱いにつきましては、ホームページの個人情報保護方針をご確認ください。 

 



 郵便での出願 

申込締切：9 月30 日（木）消印有効 

合格者で資格を利用される方は認定登録 
（認定証発行には、合否通知から 1 ヶ月程度時間を要します） 

WEB での出願 

●受験願書をダウンロード、印刷 

黒色のボールペンを使用し、ピンクの枠内を楷書

で分かりやすく記入 

※印刷環境が整っていない場合は、注意事項の 

【申込について】をご確認ください。 

●写真を用意（大きさの目安約 3cm×2.4cm） 

裏に氏名を記入し、写真貼付け欄に剥がれないよ

うにしっかり貼る 

●①と②を郵送 

封筒には、以下３点を忘れずに記入 

・差出人住所・差出人名 

・給与計算実務能力検定願書在中 

※記入がないと、受付が遅れる場合がございます 

●受験料振込明細貼付書に振込明細を貼付 

※ネットバンキング等をご利用の場合は画面コピ

ーまたは利用記録を印刷し提出 

（振込日・振込先・振込名義・金額が確認できるもの） 

●合否は、受験日より約 6 週間後を目安に通知予定  

（郵便およびホームページにて） 

●受験票は 11 月上旬から順次発送を予定 

（受験票、領収書、地図などをお送りします） 

※受験日の 10 日前、11 月 12 日（金）までに受験票が

届いていない場合は事務局までお問い合わせください。 

●届いた受験票の写真貼付欄に写真を貼付 

（試験日の本人確認のため） 

氏名等に誤りがある場合は、お手数ですが事務局まで

ご連絡ください。 

●手順書を参考に登録 

 ・必要事項入力 

 ・振込明細をアップ 

 （振込日・振込先・振込名義・金額 

が確認できるように） 

 ・顔写真をアップ 

 （JPEG のデータを用意） 

 ※現像された写真をカメラで撮影したものなどは

画質が粗くなるためご遠慮ください。 

●下記 URL へアクセス 

https://fossy.link 

●WEB 出願システムの FOSSY でアカウントを作成 

申込締切：10 月18 日（月）23：59 

●事務局にて、振込明細と顔写真を確認 

 

データが確認でき次第

申込完了 

不備がある場合 

➡事務局より連絡 

不備解消後、申込完了 

●11 月上旬より、受験票・領収書・会場地図を発行 

FOSSY にアクセスし、マイページより確認 

受験票を印刷して、試験当日会場へ持参 

●合否は、受験日より約 6 週間後を目安に通知予定  

（FOSSY およびホームページにて） 

①   

② 

●動作環境を確認する 

【推奨環境一覧】※Internet Explorer は使えません 

 

 

★原則としてパソコンでの利用を推奨しています。 

OS   : Windows バージョン 8.1、10 

ブラウザ : Google Chrome 90 

 

●事務局にて書類確認 

不備なし➡申込完了 ／ 不備あり➡受験者へ連絡 

※Mac、その他は非推奨 

 


